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　職員採用試験を下記の日程で行います。
　試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要書類をご提出ください。

そのほか不明な点は下記担当までお問い合わせください
◆問合せ先／役場総務企画課行政管理室 緯87―0520
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平成27年度職員採用試験のお知らせ

12月１日㊋
受付開始！

求む！
君の情熱！

受験資格 採用予定人員試験区分

　昭和55年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方（学歴不問）
若干名 初級行政

若干名 初級土木

■種類

試験会場試験内容試験日程

飯豊町役場 
　教養試験（高校卒業程度）・作文試験・職場適応性検査
※初級土木のみ専門試験があります

１月17日㈰第1次試験 

飯豊町役場 　個別面接試験２月上旬
※第１次合格者にのみ通知

第2次試験

■日程

　12月１日㈫から12月17日㈭まで（土・日曜を除く）８：30～17：15受付期間
　採用予定時期は平成28年４月１日です採用予定時期
　〒999―0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
　役場総務企画課 行政管理室　緯0238―87―0520申込・問合せ先

■申し込み・採用時期について

■手続き上の注意について
臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、総務企画課行政管理室で配布するほか、町ホーム
ページにも掲載しますので印刷してご活用ください。

渦申込書などに必要事項を記入および写真貼り付けの上、総務企画課行政管理室へ申し込みくださ
い。申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いしま
す。（郵送での申し込みの場合は、12月17日㈭必着です。）

嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。



　平成27年８月から10月までの間に、
町内の公共施設などへ寄付や寄贈をさ
れた皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎新野由里子さん／液晶テレビ（１台）
◎土谷敏雄さん（長井市）／図書（５冊）
◎オリーブソーイング㈱
　ハンカチ（3880枚）、ふきん（600枚）
※イベントや福祉施設などで使用

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／風景写真（多数）

【西部地区公民館へ】
◎志田花子さん／手作り花かご（１個）

【第二小学校へ】
◎山形緑化㈱／交通安全用ワンタッチ
反射材（児童分97個）

【飯豊中学校へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）
【幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎めざみの里観光物産館／里芋

【さゆり保育園へ】
◎佐藤仁史さん／プランター花（４鉢）
◎㈱三ツ柳道路／ボトル飲料（80本）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（５鉢）
◎㈱伊藤造園土木／ヤマボウシ（２本）

【添川児童センターへ】
◎長井西置賜魚商組合／サンマ（約30匹）

【手ノ子幼稚園へ】
◎寒河江安子さん／リース（１個）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（５鉢）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【国保診療所付属中津川診療所】

◎山口吉右衛門さん／風景写真（３枚）

「いいでめざみの里応援寄附金」

　町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成27年８月～10月
　3，048件／36,712,801円
斬平成27年度合計
　5,420件／74,657,801円
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　平成27年８月から10月までの間に、
町内の公共施設などで奉仕活動をされ
た皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎町民野球場の側溝清掃／樋口建設㈱

【町民総合センターへ】
◎清掃など／飯豊町建設業親睦会

【中部地区公民館へ】
◎除草・清掃／飯豊町ゲートボール協会

【白椿地区公民館へ】
◎草刈り／椿長生会

【東部地区公民館へ】
◎添川温泉ふるさと祭り補助／東部地
区中学生

【西部地区公民館へ】
◎花壇除草／町分館寿クラブ

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸
子さん、原田みち子さん

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、原田み
ち子さん、梅津久美子さん、石山幸子
さん

◎草刈り／第４分団第３部、第４部（小
白川地区消防団）

【添川小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智
子さん

◎昔語り／勝見政子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、伊藤にし
きさん、岡田香代子さん、小川とよ子
さん、梅津智子さん、梅津久美子さん

【さゆり保育園へ】
◎保育室の修繕／舟山建築

【いいで中部幼稚園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智
子さん、梅津久美子さん
◎除草／樋口建設㈱

【つばき保育園へ】
◎掃除、園庭の冬支度など／樋口建設㈱

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久
美子さん

住民税・国保税
煙納期限／12月28日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－051312月

災害、病気、失業などやむをえない事情により納期限
までに納税できない方のために、町では随時納税相談
を受け付けています。

暮 ら し の 相 談 12月
日時：４日㈮･18日㈮　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：４日㈮　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：18日㈮　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

　町は、屋根の雪下ろしや住宅周りの除
雪のための除雪ヘルパーを派遣します。
◆対象要件（すべてに該当する方）
斬町県民税の非課税世帯、または均等
割のみ課税世帯
斬在宅する、65歳以上の高齢者のみ世
帯、障がい者のみ世帯、または高齢
者と障がい者のみの世帯
斬日常的に除雪を依頼できる子どもや
孫、親戚などがいない世帯
斬生活保護世帯でないこと
◆助成費／除雪経費の半額
　（１回２万５千円を上限）
※降雪状況などにより、ただちにヘル
パーを派遣できないことがあります

◆申込・問合せ先／町健康福祉課福祉
室緯86―2233

　置賜文化ホールでは、自主事業「親
子でたのしむ音楽会」（平成28年３月
６日開催）で、伝国の杜オーケストラ
の団員と一緒に楽器を演奏していただ
けるエキストラ出演者を募集します。
◆応募・問合せ先／置賜文化ホール
　緯0238―26―2666

　詳細は問い合わせください。
◆飯豊アパート(萩生3893-3)
◇募集戸数／３戸
◇間取り／6畳＋6畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／12月７日㈪～11日㈮
◇入居可能時期／平成28年２月上旬
◆申込先／置賜総合支庁西庁舎１階総
合案内窓口（長井市）緯88―8200

◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王
不動産置賜事務所緯0238―24―2332

心遣いに感謝します。

窓善 意 の除雪ヘルパーの派遣

伝国の杜オーケストラ・エ
キストラ出演者募集

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

県営住宅入居者募集
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12月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
電話番号業　者　名曜日電話番号業　者　名曜日
75－2086髙 橋 工 務 店土2672－2191佐 藤 管 工 業土５
72－2191佐 藤 管 工 業日2772－2191佐 藤 管 工 業日６
72－2191佐 藤 管 工 業月2875－2086髙 橋 工 務 店土12
75－2086髙 橋 工 務 店火2975－2086髙 橋 工 務 店日13
75－2086髙 橋 工 務 店水3072－2191佐 藤 管 工 業土19
72－2191佐 藤 管 工 業木3172－2191佐 藤 管 工 業日20

75－2086髙 橋 工 務 店水23

◆日時／12月３日㈭10：00～17：30
◆会場／山形市男女共同参画センター
◆内容／講演「上司が変われば日本の
子育て・介護が変わる！」など
◆対象者／企業などの経営者や管理職、
人事担当者など（定員20名）
◆募集締切／11月26日㈭
◆申込・問合せ先／県若者支援・男女
共同参画課緯023―630―2101

◆日時／12月５日㈯ 10：00～13：30
◆場所／がまの湯温泉いいで旅館
◆内容／吉川記念病院吉川順病院長に
よる認知症についての講演、在宅ケ
ア用品の講座、昼食交流会など
◆対象者／在宅で要介護１以上の方の
介護に励まれているご家族の方
◆参加料／無料（昼食付・入浴可）
◆申込期限／12月３日㈭
◆申込・問合せ先／町社会福祉協議会
緯72―3353

イクボス研修
（イクメン＆ボス）

◆日時／12月15日㈫９：30～13：30
◆場所／健康福祉センター
◆対象／町内在住の男性
◆持ち物／エプロン、会費500円
◆テーマ／すぐに作れるパパッと料理
◆申込・問合せ先／健康福祉課健康医
療室緯86―2338

　平成25年３月31日までに、市町村の
助成により、ヒトパピローマウイルスワ
クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌
ワクチンのいずれかを接種した方のう
ち、接種後に何らかの症状が生じ、医療
機関を受診した方は、接種との関連性が
認定されると、医療費・医療手当が支給
される場合があります。ご相談ください。
◆無料相談窓口／緯0120―149―931
※利用できない場合（有料）
　緯03―3506―9411
◆問合せ先／山形県健康福祉部健康福
祉企画課緯023―630―2314

男の料理教室開催

ワクチン接種に係る
医薬品副作用被害救済制度

　今年度最後の健診を行います。今年
度健診を受けていない方はぜひ申し込
んでください。問診票をお送りします。
健診申込者には既に問診票をお送りし
ています。
◇日時／12月５日㈯７：30～９：00
※結核検診のみの方は７：30～８：00
◇場所／健康福祉センター
◇内容／特定健康診査、胃・大腸・前
立腺・肺がん検診、結核検診

◇申込・問合せ先／健康福祉課健康医
療室緯86―2338

◆日時／12月13日㈰13：30～16：00
◆会場／川西町農村環境改善センター
◆内容／講演「これからの地域医療～
医療政策への対応」、パネルディス
カッション

◆参加料／無料
◆問合せ先／公立置賜総合病院医療連
携相談室緯0238―46―5000

土曜日健診のお知らせ

公立置賜総合病院公開講座
「置賜の明日の医療を考える」

在宅介護者の集い

茅冬期間の上下水道料金は、推定料金となります
　積雪により１２月から来年４月の冬期間は、水道メー
ターの検針ができないため、推定料金で請求し、検針
再開の来年５月に精算します。
※推定料金は、11月の検針値と同水量にて請求させて
いただきます。不都合な場合はご連絡ください。
茅冬期間の水漏れ事故に要注意！
　冬期間において、凍結や落雪などの維持管理不良に
よる水漏れ事故が多く発生しています。その際の修理
代と水漏れした水道代は全額自己負担になります。事
故防止のために、水抜きやヒーターを巻くなどの凍結
防止や水道施設の雪囲いをするなど、事故対策をお願
いします。また、定期的に蛇口を閉めて、メーターが
回っていないことを確認してください。

茅もし、水漏れしたら！
　水道法により、軽微な変更以外は、町が指定した給
水装置事業者しか修理できません。水漏れ箇所が地中
や床下、壁中の場合は減額制度もありますので、町指
定給水装置工事事業者に依頼してください。
※軽微な変更：給水装置の末端にある蛇口などの給水
用具の取替えおよび補修で配管を伴わない変更

 
【町指定給水装置工事事業者】
鴨髙橋工務店　 緯75－2086　
鴨佐藤管工業　 緯72－2191
鴨ウマイヤ商店 緯72－2275　
鴨梅津商店　　 緯72－2155
　ほか町外49社が指定されています。

冬期間の水道に関するお知らせ 葛問合せ先／役場地域整備課上下水道室緯87―0515
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町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日・祝日・年末年始
●問合せ先　緯72―3111

　後期高齢者医療制度に加入している方に、「医療費のお知らせ」を送付しています。このお知らせは、医療
機関などを受診した方に対し、医療制度に対する意識を高めていただくために毎年７月、11月、３月の年３
回送付しています。今回は平成27年５月～８月分の医療費をお知らせします。
　「医療費のお知らせ」を１年分そろえると、１年間に受診した医療機関や日数の確認、自分の健康状態を把
握することができます。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87―0511

男声合唱団「プロージット」結成５周年記念
「飯豊山」～我が心のアルカディア～コンサート

　男声合唱団「プロージット」の結成５周年を記念し
て、「飯豊山」～我が心のアルカディア～コンサートが
開催されます。
　曲目は、合唱組曲「飯豊山」～我が心のアルカディ
ア～ほか、出演団体による男声合唱曲、混声合唱曲、
女声合唱曲をお楽しみいただけます。

◆日時／12月６日㈰ 
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆出演団体／男声合唱団「プロージット」
　（指揮／土屋 和彦、ピアノ／五十嵐 恵美）
　米沢混声合唱団
　（指揮／鍛冶 迪雄、ピアノ／大野木 はるか）
　女声合唱団「コラール・ド・めざみ」
　（指揮／小松 伸子、ピアノ／安部 里美）
◆前売券／ 一般 500円、高校生以下無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

▲合唱を披露する男声合唱団「プロージット」

「医療費のお知らせ」は請求書ですか？

「医療費のお知らせ」は税の確定申告時に医療費控除の証明として使用できますか？

「医療費のお知らせ」は確定申告時の医療費控除証明書としては使用できません。確定申告
の際は、医療機関からの領収書を使用してください。

「医療費のお知らせ」は請求書ではなく、対象の４カ月間に受診した医科、歯科、調剤、訪
問看護、柔道整復師分、はり・きゅう、あん摩・マッサージの日数や医療費の状況をお知ら
せしています。このお知らせによって申請や手続きをする必要はありません。

「医療費のお知らせ」の作成経費は保険料に影響しませんか？

「医療費のお知らせ」の作成には保険料を使っておらず、保険料はすべて医療費に使ってい
るため影響はありません。

後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ

「医療費のお知らせ」を送付しています

よくある質問
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　　　　感染症に関する相談　　　　

　エイズ・性器クラミジア・B型肝炎・
C型肝炎の検査と相談（予約不要）
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
※結果は直接本人にお知らせしますの
　で、保健所においでください
焔電話相談／平日８：30～17：15
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染症
予防担当緯0238―22―3002　　　

○保健所／米沢市金池3丁目1-26
置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　　　　    　心の相談　　　　　  　

　１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／12月10日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／12月９日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015
　　　    　  女性の相談　　       　　

焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健支
援担当緯0238―22―3205

米沢市役所

市営体育館
郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

置賜保健所

●油漏れの処理費用は原因者の負担
　油類の回収処理費用には約50万円
もかかることもあります。その費用
は、事故を起こした原因者が責任をもって全額を負担しな
ければなりません。事故が起こった後での処理が遅れるほ
ど、被害が広がり負担費用は大きくなります。
●万が一油漏れが発生したら
　もし事故を起こした場合、または事故を発見したら、す
ぐに役場住民税務課生活環境室もしくは消防署飯豊分署ま
でご連絡ください。

　冬期間は暖房用として灯油を多く使うことから、河川な
どに流れ出す事故が多発する時期です。その事故のほとん
どがちょっとした不注意で起きています。
　油漏れは、河川環境が悪くなるばかりでなく、水道、農
業などの取水にも悪影響を及ぼすことがあります。
●注意‼油漏れが発生する主な原因
・ポリタンクへの小分け中に外出などでその場を離れた
・ポリタンクに穴が開いているのに気付かず小分けした
・ホームタンクの配管が雪の重みで破損した
・ホームタンクの閉め忘れで灯油が道路側溝に流れた

◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514、消防署飯豊分署緯72―2222

●らくらく筋トレ
　トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおりますのでトレーニングマ
シンを安全に使用でき、体力に合わせ
て無理なく運動が続けられます。足腰
を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した
い方など、ぜひご活用ください。活動
量が減る冬に向けて、体を鍛えること
ができます。この機会に、楽しく手軽
にできるトレーニングを始めてみませ
んか？

◇対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
◇場所／町社会福祉協議会建物内
◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
◇参加料／１回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル

産利用者の声・運動の成果
・50代女性
　下半身に筋肉がついて、膝の痛みが
　なくなりました。
・60代男性
　筋肉量が3.2㎏増加！
　（週２回ペースで３ヵ月目の方)

●会場

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86―2555
・町健康福祉課　　　　緯86―2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

あ～す

つばき
保育園

　　油 断 大 金金　　住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
　油漏れに…注意概

健康福祉
センター

町社会福祉
　協議会　



　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／12月11日㈮ 13：00までお出でください
司対象者／４カ月児／平成27年８月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年２月・３月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、バスタオル、そのほか
　お子さんに必要なもの

司日時／12月3日㈭ 13：00までお出でください
司対象者／①平成25年１月・６月・７月生まれ
　　　　　②平成26年１月・２月・８月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、子ども用歯ブラシ、
　健診料金500円

司期日／12月14日㈪・28日㈪
司時間／９：00～11：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／12月２日㈬ ８：50～15：30
司対象者／平成28年４月・５月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、動きやすい
　服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／１月29日㈮ 13：00までお出でください
司対象者／４カ月児／平成27年９月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年４月生まれ
 ３歳児健診　
司日時／１月28日㈭ 13：00までお出でください
司対象者／平成24年６月・７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／１月21日㈭ 13：00までお出でください
司対象者／①平成24年10月・11月・12月生まれ
　　　　　②平成25年２月・３月・８月・10月・
　　　　　　11月生まれ
　　　　　③平成26年９月・12月生まれ
　　　　　④平成27年１月生まれ

第７回食生活改善推進員養成講座 ９：30～（健康福祉センター）
親子リトミック 10：30～（こどもみらい館）火1
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿リサイクル会 19：00～（白椿地区公民館）

水2

木3
みんなの集い 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと・人権なんでも相談 13：00～（白椿地区公民館）
白椿地区子ども会育成会役員会 19：00～（白椿地区公民館）

金4

総合検診（土曜日健診） ７：30～（健康福祉センター）
ふるさと学園と手ノ子小児童とのそば打ち体験教室
９：00～（西部地区公民館）
在宅介護者の集い 10：00～（いいで旅館）
飯豊町自衛隊父兄会研修会 13：00～（山形市）
白椿地区体育部会反省会 18：30～（白椿地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土5

日6
糖尿病になんてならないぞ！教室② ９：30～（健康福祉センター）月7
秋桜倶楽部クリスマス会 10：00～（白椿地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）火8
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水9
減量大作戦！教室① ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）木10

金11
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
クリスマス会 10：00～（あ～す）土12

食彩しろつばき（最終日） ９：00～（いいで旅館）日13
月14
男の料理教室 ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）火15
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
中部地区育成会連絡協議会総会 18：30～（中部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）

水16

減量大作戦！教室② ９：30～（健康福祉センター）
中部地区婦人学級 10：00～（中部地区公民館）木17
手作りクッキング 10：15～（こどもみらい館）
心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
萩生地区地域づくり座談会 19：00～（中部地区公民館）

金18

ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 18：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土19

日20
月21
火22
正月用寄せ植えづくり ９：30～（白椿地区公民館）
親子Xmasケーキつくり 10：00～（中部地区公民館）
親子クリスマスケーキつくり 13：30～（白椿地区公民館）

水23

木24
飯豊町農業委員会総会 14：00～（役場）金25
手ノ子スキー場安全祈願祭 ９：30～（手ノ子スキー場）土26

日27
中部地区婦人学級迎春用生け花教室 10：00～（中部地区公民館）
官公庁御用納め月28

火29
水30
木31

１２月

電話番号担当歯科医院期日

0238-46-3563川西 松岸歯科医院12月６日㈰

0238-26-5255米沢 明星歯科医院12月13日㈰

0238-40-3295南陽 村越歯科医院12月20日㈰

0238-26-6406米沢 もり歯科医院12月23日㈬

84-6616長井 鈴木歯科医院12月27日㈰

0238-57-4618高畠 千葉歯科医院12月31日㈭

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338
乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

１月の乳幼児健診日程

休日歯科診療担当医院

この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 ●6


